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March

3/20（月・祝）  よる8時 ほか 中村あゆみ Rock Alive  2016
3/26（日）  よる9時 ほか 音楽と旅する休日SUBARU

プレミアムドライブ

3/8（水） よる10時 ほか

ミュージックアワー！

Chage  

ミュミュ ジックアワジックアワ ！！

ChageChageChageChage
デーモン閣下

&

モン閣下モン閣下の
ChageChage
しゃべくり

ChageChage
DJ 



      「中村あ
ゆみRock

 Alive 2016
」独占放送！

AYUMI NAKAMURA

ハスキーヴォイスとエネルギッシュなパフォーマンス
で80年代を代表するロック歌手、中村あゆみ。 番組
では2016年12月に行われた川崎クラブチッタでの
ライブの模様をお届けします。 10代の頃のエネル
ギーは衰えることなく、さらに魅力的なシンガーと
なった彼女が代表曲「翼の折れたエンジェル」を始め、
CMソングとして話題になった「HERO」や「ともだち」
など、数々のヒット曲をパワフルに、時にしっとりと歌
い上げます。13台のカメラで撮影された臨場感溢れ
るライブの映像はファン必見です。

◆再放送 3/31（金） よる9時

中村あゆみ  
 Rock Alive 2016
3/20（月・祝） よる8時  

しゃべくりDJ 
Chage & 
デーモン閣下の
ミュージックアワー！

&

ラジオブースから、当時のレコード盤や流行した
アイテムとともにお届けする、観て聴いて懐かし
むラジオ風音楽番組。ついに2名の個性派DJ
が共演! 話すテーマは「20世紀の深夜ラジオ」。
Chageとデーモン閣下がリスナーとして聴いて
いた懐かしのラジオ番組や、パーソナリティとし
てかけた思い出のナンバーなど、次から次へと
しゃべくり倒します。

・観て聞いて懐かしむ、ラジオ風音楽番組・
ついに2名の個性派ＤＪが共演！

#2  3/22（水）よる10時 ほか

#1  3/ 8 （水） よる10時 ほか



      「中村あ
ゆみRock

 Alive 2016
」独占放送！

AYUMI NAKAMURA

歌謡ポップスチャンネルは、日本で唯一の演歌・歌謡曲専門チャンネルです。

第2・4月曜  午後6時
宮本隆治が毎回、豪華ゲストを迎えて歌手の素顔に
迫るトークコーナーの他、演歌・歌謡曲に関する魅力
ある情報をお届けします。

スター誕生！でデビューし、
1973年に「花の中3トリオ」
を結成した、森昌子・桜田淳
子・山口百恵。1977年3月に
日本武道館で開催されたト
リオでの最後のジョイントコ
ンサートの模様をおさめた、
1977年公開の映画作品。 

MC：水道橋博士
（浅草キッド）

3/13（月）
#109  黛ジュン

3/27（月）
#110  伊藤咲子

MC：宮本隆治 

Ⓒテレビ東京

3/4（土）  #299  堀内孝雄／中村美律子／山川豊／真咲よう子
（テレビ東京放送日：1994年8月14日）

3/11（土）  #300  吉幾三／香西かおり／杉田二郎／麻生詩織
（テレビ東京放送日：1994年8月21日）

3/18（土）  #301  石川さゆり／坂本冬美／大川栄策
（テレビ東京放送日：1994年8月28日）

3/25（土）  #302  小林幸子／冠二郎／長保有紀
（テレビ東京放送日：1994年9月11日）

毎回季節や場所、感情など1つのテーマを取り上げ、それに関
連した名曲を人気演歌歌手が熱唱します。来宮良子の語りと
共に送られる名曲の数々は、心に染み入ること間違いなしです。

毎週土曜  午後2時

氷川きよしとグッチ裕三が各界で活躍する第一人者や
話題の人物をゲストに迎え、楽しいトークと歌を繰り
広げるバラエティショーをお届けします。

ⒸNHK

3/2（木）  午前10時 #23  黒木瞳
（NHK放送：2005年4月4日）

3/9（木）  午後6時 #25  KONISHIKI
（NHK放送：2005年9月26日）

3/23（木）  午後6時 #26  小堺一機 
（NHK放送：2005年5月23日）

3/14（火）
フランク永井  司会：古川精一アナウンサー
出演者：ミヤコ蝶々、松尾和子
（NHK放送日：1984年10月4日）

午前10時 ◆再放送 3/18（土）午後5時 ほか

3/26（日）
出演者： 柳澤純子／宮下純一／渡辺裕之

よる9時 ほか

今回は、昭和30年にデビューしたフランク永井が登場。
静かな男の印象が強いフランク永井の秘めた人生のド
ラマを、低音の魅力たっぷりの歌唱と共に紹介する。彼
のファンというミヤコ蝶々は出会いのエピソードを語る
ほか、松尾和子は「東京ナイト・クラブ」をデュエット
する。そして母への想いを胸に歌う「君恋し」は必見。

この人 
フランク永井ショー

ⒸNHK

母あればこそ・・・　低音の魅力30年　静かな男が今語る。

“車で音楽と旅する”をテーマにした
音楽旅番組が登場。 「音楽モデル県」
として文部省から指定された群馬県を
スバルの新型「インプレッサ」でドライ
ブします。 出演者が持参する「マイベス
トカセット」で思い出の曲をカーオー
ディオで聴きながら、“音楽の街”高崎
の風情や榛名湖など、ドライブコース
にオススメのスポットを紹介します。 MC：中山秀征

ニッポン放送とタッグを組んで
毎週お届けする「演歌・歌謡曲」
ライブ番組！中山秀征が旬なゲ
ストを招いて、公開収録ならでは
の臨場感でお送りします。

毎週水曜  午後6時

3/1（水）   #252  北山たけし／城之内早苗／はやぶさ
3/8（水）   #253  高山厳／松原健之／徳永ゆうき
3/15（水）  #254  高山厳／西方裕之／徳永ゆうき
3/22（水）  #255  三山ひろし／丘みどり／川上大輔
3/29（水）  #256  三山ひろし／山口ひろみ／川上大輔 【TV最終回】

3/5（日）  #37  西城秀樹／河合奈保子／田原俊彦ほか
  （NHK放送：1981年9月13日）

3/12（日）  #34  近藤真彦／松本伊代／松田聖子ほか
  （NHK放送：1981年11月15日）

3/19（日）  #45  シブがき隊／中森明菜／堀ちえみほか
  （NHK放送：1983年5月15日）

3/26（日）  #36  松田聖子／柏原よしえ／松本伊代ほか
  （NHK放送：1982年2月7日）

日本のアイドルポップス史を語る上で欠かせない伝説的な公開歌番
組。一世を風靡したアイドルのフレッシュな映像は永久保存版です！

毎週日曜  よる10時

ⒸNHK

水道橋博士の
昌子淳子百恵
「花の中3トリオ」伝説 
～涙の卒業式「出

たびだち

発」を10倍楽しむ方法～

＜出演＞森昌子／桜田淳子／山口百恵
徳光和夫／小野寺昭／三浦友和／松田洋治 ほか

3/11（土） よる9時 3/31（金） よる11時

3/5（日） 午後3時半 ほか

昌子・淳子・百恵 
涙の卒業式　 出 発『 』

た
び
だ
ち

榛名湖

提供／
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[  番組表  ]

演歌＆歌謡
ランキングアワー お茶の間アワー

懐かし
プレミアムアワー

マークは同時に複数の音声を放送している音声多重放送の番組です。　
※番組は深夜3時にて放送終了します。※番組表の歌手名はオリジナル 
歌手名であり、お手本ボーカルの歌手とは異なります。※番組は予告無 
く変更、または休止する場合がございます。予めご了承ください。
※停波 3/14 深夜1:00〜翌7:00 JDS JC-HITS、3/27 深夜1:00〜
翌 7:00 スカパー（CS110）

 NHKタイム

月
6・13・20・27

火
7・14・21・28

水
1・8・15・22・29

木
2・9・16・23・30

金
3・10・17・24・31

 土
4・11・18・25

 日
5・12・19・26

6
歌謡最前線 わが心の演歌 三沢あけみのお茶会・歌謡界 Jソングアワー 歌う！セールスマン

政経マネジメント塾
（28年度）

バリはやッ！

ベストヒット演歌 ⑤⑲いわさき白露シニアゴルフ 6:40〜 
世界ローカルナビ ⑫㉖世界ローカルナ
ビ 6:35〜いわさき白露シニアゴルフ①細川たかし ⑧伍代夏子 ⑮三山ひろし特集１

 ㉒キム・ヨンジャ ㉙紅白出場歌手特集（紅組） 山日和

7 オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

演歌売れ筋
ランキング

カラオケ演歌
カウントダウン

100

ＤＡＭ
演歌カラオケ新曲

ベストテン

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ20

若っ人ランド
懐メロ♪ 

ドライブミュージック 
〜北海道編〜

※㉖懐メロ♪ 
ドライブミュージック

〜北関東編〜ハワイ・ローカルトーク

8
宮本隆治の

歌謡ポップス☆一番星
〜演歌・歌謡曲情報バラエティ〜

特選！ ヒット演歌

9 インフォメーション
日本のこころ　ふるさとの歌

10
演歌男子。３

※㉗中畑清の絶好調海峡
-歌で語るプロ野球- (〜11:30)

⑦㉑煌く日本の歌手
〜わが心の演歌〜

⑭㉘この人 
フランク永井ショー

中山秀征の
有楽町で

逢いまＳＨＯＷ
 

きよしとこの夜
宮本隆治の

歌謡ポップス☆一番星
〜演歌・歌謡曲情報バラエティ〜

演歌売れ筋
ランキング

ベストヒット演歌
舟木一夫

60年代 僕たちの青春ソングス
※⑳山内惠介 『スポットライト』

ミュージックビデオ・メイキング番組
ベストヒット演歌

藤あや子インフォメーション インフォメーション

11
時代を映す

名曲アルバム
※㉗11:30〜 60年代 僕たちの

青春ソングス

宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星
〜演歌・歌謡曲情報バラエティ〜

特選！ ヒット演歌
中山秀征の
有楽町で

逢いまＳＨＯＷ

煌く日本の歌手
〜わが心の演歌〜 中山秀征の有楽町で

逢いまＳＨＯＷ
車で旅する歌謡曲 インフォメーション

12
ベストヒット演歌

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ20

オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

インフォメーション

1
わが心の演歌

※㉗〜㉛歩きながらソング (〜2:00) 

車で旅する歌謡曲 

2
オリコン

演歌＆歌謡
トップ20

演歌売れ筋
ランキング

ＤＡＭ
演歌カラオケ新曲

ベストテン

カラオケ演歌
カウントダウン

100

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ２０

演歌の花道
70's80's JUKEBOX 
〜カテゴリ別 名曲プレイリスト〜演歌男子。３

3
中山秀征の有楽町で

逢いまＳＨＯＷ
しゃべくりDJ Chage&

デーモン閣下のミュージックアワー！
⑤しゃべくりDJ デーモン閣下のミュージックアワー！

インフォメーション

4 煌く日本の歌手〜わが心の演歌〜 車で旅する歌謡曲 クロスカヴァー・ソングショー

インフォメーション

5
ベストヒット演歌 煌く日本の歌手

〜わが心の演歌〜
※④この人 鶴田浩二ショー
※⑱この人 フランク永井ショー

懐メロ♪ ドライブミュージック
〜北関東編〜  ※⑤懐メロ♪ ドラ
イブミュージック 〜箱根・伊豆編〜

⑥山川豊 ⑬藤あや子
⑳前川清 ㉗田川寿美

①伍代夏子 ⑧三山ひろし特集１⑮キム・ヨンジャ
㉒紅白出場歌手特集（紅組）㉙三山ひろし特集２

演歌の花道 フォークの風景 ※⑤70's80's 
JUKEBOXシリーズ 野球選手の歌 (〜6:30)

6
宮本隆治の

歌謡ポップス☆一番星
〜演歌・歌謡曲情報バラエティ〜

 
NHK歌謡コンサート 中山秀征の有楽町で

逢いまＳＨＯＷ
 

きよしとこの夜

60年代 僕たちの
青春ソングス 

オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ２０
※⑤6:30〜 

中畑清の絶好調海峡
- 歌で語るプロ野球 -

うた紀行インフォメーション

7 中山秀征の有楽町で
逢いまＳＨＯＷ ＵＳＥＮ 

演歌ランキング
トップ20

オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

演歌売れ筋
ランキング

時代を映す
名曲アルバム

8
特選！ ヒット演歌
※⑳中村あゆみ 
Rock Alive 2016 (～10:00)

中山秀征の有楽町で
逢いまＳＨＯＷ

④グラシェラ・スサーナ 半世紀の
思いを込めて  9:30〜 煌く日本の歌手 
⑪野口五郎 35周年記念LIVE   
9:00〜 昌子・淳子・百恵 涙の卒業式 出発  
⑱美川憲一 ドラマチックシャンソン  
㉕小林幸子 世界遺産「薬師寺」復興
祈願コンサート  9:30〜 山内惠介 

『スポットライト』MVメイキング番組

カラオケ演歌カウントダウン100
※⑤開局20周年記念 歌謡ポップス
チャンネル大新年会 
※㉖みんなの県民ＳＯＮＧ！
〜愛媛うた旅情編〜
9:00〜 SUBARU プレミアム
ドライブ 音楽と旅する休日

インフォメーション

9 60年代 僕たちの青春ソングス  ※㉛中村あゆみ Rock Alive 2016 (〜11:00)
僕たちの青春ソングス

10
クリス松村の

注文の多いレコード店 70's80's JUKEBOX 
〜カテゴリ別 名曲プレイリスト〜

しゃべくりDJ Chage&
デーモン閣下のミュージックアワー！
※①しゃべくりDJ デーモン閣下のミュージックアワー！

クロスカヴァー・
ソングショー

懐メロ♪ ドライブミュージック
〜北関東編〜 

※③懐メロ♪ ドライブミュージック 〜箱根・伊豆編〜 特選！ ヒット演歌
 

レッツゴーヤングしゃべくりDJ Chage&デーモン
閣下のミュージックアワー！

※⑥しゃべくりDJ デーモン閣下のミュージックアワー！

懐メロ♪ ドライブミュージック
〜北関東編〜 

※①懐メロ♪ ドライブミュージック 〜箱根・伊豆編〜
クリス松村の

注文の多いレコード店
80年代 女性アイドルソング
     ③松田聖子ベスト20
     ⑩中森明菜ベスト20
     ⑰小泉今日子ベスト20
     ㉔中山美穂ベスト20

㉛11:00〜 昌子・淳子・百恵 
涙の卒業式　出発

11 70's80's JUKEBOX 
〜私たちが選ぶこの10曲〜

想い出ナンバーTOP10 
㉘水道橋博士の昌子淳子百恵

「花の中3トリオ」伝説 

あなたが選ぶ 
女性アイドルソング・ベスト１００
※㉙70's80's JUKEBOXシリーズ　

野球選手の歌

70's 80's JUKEBOX 
〜カテゴリ別 名曲プレイリスト〜
※㉚SUBARU プレミアムドライブ

音楽と旅する休日
ＤＡＭ

演歌カラオケ新曲
ベストテン

70's80's JUKEBOX 
〜私たちが選ぶこの10曲〜
※⑤70's80's JUKEBOX 

〜カテゴリ別 名曲プレイリスト〜 (〜1:00)

0 懐メロ♪ ドライブミュージック〜ミッドナイト ハイウェイ編〜  ※㉗ (〜2:30) 70's80's JUKEBOXシリーズ 
Ｂ面コレクション

70's80's JUKEBOX 〜カテゴリ別 名曲プレイリスト〜

1 時代を映す名曲アルバム 懐メロ♪ ドライブミュージック
〜ミッドナイト ハイウェイ編〜 ぐっ！ジョブ〜九州ゲンキ主義経済〜 ナンデモ特命係 発見らくちゃく！ 政経マネジメント塾Digest（28年度）

※⑧㉒たけおの鹿児島全力たび カラオケチャンネル 郷土劇場ハワイ・ローカルトーク とちぎ発！旅好き！
2 新・鉄路の旅 わが心の演歌

僕たちの青春ソングス
※㉖ぐっ！ジョブ〜九州ゲンキ主義経済〜  
2:25〜 ハワイ・ローカルトーク  
2:35〜 OKINAWA MONDE W・ALKER

OKINAWA MONDE W・ALKER さつま狂句 山日和 さつま狂句
インフォメーション

⑥中村美律子 ⑬山川豊
⑳藤あや子 ㉗前川清

⑦前川清 ⑭田川寿美
㉑細川たかし ㉘伍代夏子

②キム・ヨンジャ ⑨紅白出場歌手特集（紅組） 
⑯三山ひろし特集２ ㉓山内惠介 
㉚紅白出場歌手特集（白組）

③山内惠介 ⑩紅白出場歌手
特集（白組） ⑰舟木一夫 
㉔中村美律子 ㉛山川豊

⑥前川清 ⑬田川寿美
⑳細川たかし ㉗伍代夏子

⑦伍代夏子 ⑭三山ひろし特集１
㉑キム・ヨンジャ 
㉘紅白出場歌手特集（紅組）

①キム・ヨンジャ ⑧紅白出場歌手特集
（紅組）⑮三山ひろし特集２ 
㉒山内惠介 ㉙紅白出場歌手特集（白組）

②山内惠介 ⑨紅白出場歌手
特集（白組）⑯舟木一夫 
㉓中村美律子 ㉚山川豊

③中村美律子 ⑩山川豊 
⑰藤あや子 ㉔前川清 
㉛田川寿美

②紅白出場歌手特集（紅組）
⑨三山ひろし特集２⑯山内惠介
㉓紅白出場歌手特集（白組）㉚舟木一夫

③紅白出場歌手特集（白組）
⑩舟木一夫 ⑰中村美律子
㉔山川豊 ㉛藤あや子

⑦田川寿美 ⑭細川たかし 
㉑伍代夏子 ㉘三山ひろし特集１

クリス松村の注文の多いレコード店
※⑤水道橋博士の昌子淳子百恵
「花の中3トリオ」伝説 (〜4:30)

PHS・IP電話のお客様は、
03-3372-7000
受付時間：午前9時〜午後6時

（土日・祝 午前9時〜午後5時）

歌謡ポップスチャンネル カスタマーセンター
おー いいな ミュージック

0570-017-329
http://www.kayopops.jp/

お問い合わせ
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